
◇第１９回やまなし県民文化祭地域フェスティバル：市町村文化イベント

市町村名 事業名（イベント名） 開催内容 開催日（開催期間） 開催場所(会場） 特色・新たな取組等 ホームページURL

オープニング開幕式展示（1日目） 令和元年11月2日（土）

展示（2日目） 令和元年11月3日（日・祝）

展示（3日目）
（3日間）華道・工芸・写真・書道
　　　　 水石・美術・文学・盆栽

令和元年11月4日（月・振替休日）

令和元年11月9日（土）

令和元年11月10日（日）

合奏部門発表
茶道部門発表

令和元年11月2日（土）
総合市民会館
遊亀公民館

吟剣詩舞道部門発表 令和元年11月3日（日・祝） 総合市民会館

能楽部門発表
演劇部門発表

令和元年11月4日（月・振替休日） 総合市民会館

洋舞部門発表 令和元年11月9日（土） 総合市民会館

邦楽部門発表 令和元年11月10日（日） 総合市民会館

舞踊部門発表
民謡部門発表

令和元年11月16日（土） 総合市民会館

合唱部門発表 令和元年11月17日（日） 総合市民会館

第67回富士吉田市
文化祭記念式典

文化・教育功労者の発表・公募展入選者の表彰 令和元年11月3日(日・祝) ふじさんホール
公募展による作品募集・各種文化団体による
文化祭参加・各自治会のミニ文化祭の開催等
市民総参加の文化祭を実施。

文化祭公募展
文学作品・書道作品・美術作品・写真作品・ク
ラフト作品の展示

令和元年11月1日(金)～3日(日・祝) 富士吉田市民会館 主に高校生から大人による作品の展示。

自治会文化祭 生花・書道・絵画等の展示及び表彰 令和元年11月3日(日・祝)前後
市内コミュニティーセンター・
公民館等

市内33自治会による日頃の創作活動の展示。

文化協会加盟団体による文化祭参加
舞踊・歌舞伎・吟道大会・ダンス・合唱・華
道・写真・絵画・書道・お茶会・俳句大会・吟
行会等

令和元年9月･10月･11月の３ヶ月間 ふじさんホール他 加盟団体による日頃の成果発表。

市民の芸術文化活動を助長し、文化のまちづ
くり推進のため開催する。本年は記念すべ
き、こうふ開府500年にふさわしい10部門の
多彩な舞台発表を行う。

青少年作品展示

総合市民会館
遊亀公民館

遊亀公民館

市民の芸術文化活動を助長し、文化のまちづ
くり推進のため開催する。本年は記念すべ
き、こうふ開府500年にふさわしい8部門の展
示を行う。

右記のテーマの啓蒙作品を小中学生・地域に
より募集し展示を行う。

1 甲府市

富士吉田市2

こうふ開府500年
第47回甲府市民文化祭



3 都留市 第64回都留市文化祭 展示、発表等

大会部門
令和元年10月5日(土)～11月3日(日・祝)
展示部門
令和元年11月1日(金)～3日(日・祝)

都留市まちづくり交流セン
ター、ふるさと会館、県民男女
共同参画推進センター、都の杜
うくいすホール等

小中高生や園児を含む市民総参加を目標に、
一年間の活動の成果発表や多様な文化に触れ
ることを目的として展示・発表を行ってい
る。昨年度より表彰式典会場を都の杜うぐい
すホールに変更。

展示発表
（詩部、短歌部、俳句部、川柳部、古典文学
部、書道部、美術部、写真部、写仏部、茶道
部、華道部、盆栽部、押し花部、手芸部）

展示発表
令和元年10月11日(金)～14日(月・祝)

山梨市民会館（3階、4階）

舞台発表
朗読部

令和元年10月13日(日)
街の駅やまなし

詩吟部

令和元年10月19日(土)

山梨市民会館303号室

洋楽部

令和元年10月26日(土)

山梨市民会館ホール

舞踊部 令和元年10月27日(日) 山梨市民会館ホール

郷土研究部 令和元年11月10日(日) 山梨地区歴史探訪

民謡部 令和元年11月23日(土・祝) 山梨市民会館ホール

謡曲部 11月予定 加納岩公民館

邦楽部 令和2年3月22日(日) 根津記念館

展示部門（俳句部、短歌部、書道部、華道部、
茶道部）

令和元年11月15日(金)～24日(日) 牧丘町総合会館

文化の集い
（詩吟部、大正琴部、コーラス部、朗読部、太
鼓部、邦楽部、民謡部、創芸クラブ）

令和元年11月16日(土) 山梨市花かげホール

展示部門（書道部、短歌部、絵画部、華道部、
絵手紙部）

令和元年11月1日(金)～3日(日・祝)

舞台発表（詩吟部、民謡部、大正琴部） 令和元年11月1日(金)

囲碁大会 令和元年11月予定

山梨市
4

文化協会の会員が日頃の研鑽で身に付けた知
識技能を発揮する場。数多くの作品展示部
門。多彩な芸能舞台発表。

多彩な芸能の舞台発表。多くの作品展示部門。

地区社会福祉協議会、三富公民館と共催で開
催。

三富地区総合文化祭 三富基幹集落センター

牧丘地区総合文化祭

山梨地区総合文化祭



吟道大会 令和元年10月14日(月・祝)

歌謡発表会

将棋大会

囲碁大会

追分人形発表会

茶会

民踊舞踊大会

三曲大会

民謡大会

市民音楽祭 令和元年11月10日(日)

ふれあいコンサート 令和元年11月17日(日)

作品展示：郷土研究展・美術展・短歌展・俳句
展・書道展・水墨画展・陶芸展・写真展・手工
芸展・華道展

令和元年10月31日(木)～11月4日(月・振替休
日)

6 韮崎市
韮崎市生涯学習フェスタ’19

（第64回文化祭・第41回生涯学習推
進の集い）

展示部門：
学生の部【幼児・小中学生入選作品展示（美
術・書道毛筆・硬筆）】
一般の部【公民館・文化協会作品展示】
発表部門：
学生の部【幼児・小中高校生】
一般の部【公民館・文化協会作品展示】
芸術鑑賞部門：
創作歴史劇「王仁塚物語」
（市民メンバーによる演劇・合唱）
共催関連事業：パフォーマー演出

令和元年11月9日(土)～10日(日)
東京エレクトロン
韮崎文化ホール

文化協会、公民館活動、小中高の児童・学生
の発表及び展示を2日間通して実施する。
（入場無料）

http://www.city.nirasaki.lg.jp/

地域文化活動の成果を広く市民に発表し、文
化振興に寄与する。

http://www.city.otsuki.yamanash
i.jp/bunka/bunka/otsukishi-
bunkasai.html

大月市5
大月市民会館
（大月市御太刀2丁目11番22
号）

令和元年10月20日(日)

令和元年10月27日(日)

令和元年11月3日(日・祝)第53回大月市文化祭

令和元年11月4日(月・振替休日)



八田地区文化ふれあいまつり 地区文化協会による展示発表等 令和元年10月25日（金）～27日（日）
高度農業情報センター
(八田ふれあい情報館)

白根地区市民文化祭 地区文化協会による展示発表等 令和2年2月15日（土）～16日（日） 桃源文化会館

若草地区市民文化祭 地区文化協会による展示発表等
令和元年11月2日（土）～　4日(月・振替休
日)

若草生涯学習センター・
若草体育館

櫛形地区市民文化祭 地区文化協会による展示発表等
令和元年10月26日(土)～27日(日)
芸能発表：11月10日(日)

櫛形生涯学習センター・
櫛形体育館

甲西地区市民文化祭 地区文化協会による展示発表等
令和元年10月18日(金)～20日(日)
芸能発表：10月27日（日）

甲西農村環境改善センター

峡中地域文化協会合同発表会
南アルプス市・甲斐市・中央市・昭和町各文化
協会による合同展示発表等

令和元年11月15日（金）～26日（火）※18日
（月）、25日(月)休館日

南アルプス市立美術館

第15回北杜市文化祭 作品展示・芸能発表 令和元年11月9日(土)～10日(日) 須玉ふれあい館 行政の事業と共同開催

明野地区文化祭 作品展示・芸能発表 令和2年年2月29日(土)～3月1日(日) 須玉ふれあい館

須玉地区文化祭 作品展示・芸能発表 令和元年10月26日(土)～27日(日) 須玉ふれあい館

高根地区文化祭 作品展示・芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝)
八ヶ岳やまびこホール・農村環
境改善センター

長坂地区文化祭 作品展示・芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝)
長坂コミュニティ・ステーショ
ン・改善センター

小中学生の作品展示

大泉地区文化祭 作品展示・芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝) 大泉総合会館

小淵沢地区文化祭 作品展示・芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝) 生涯学習センターこぶちさわ
学校との共同開催
発表やパフォーマンスなどの参加

白州地区文化祭 作品展示・芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝) 白州総合会館

武川地区文化祭 作品展示・芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝)
甲斐駒センター
せせらぎ

8

7 南アルプス市

北杜市



発表部門（オカリナ、歌謡、器楽、コーラス、
三曲、詩吟、大正琴、舞踊、フラダンス、民
謡、朗読）

令和元年11月2日(土)～3日(日・祝) 敷島総合文化会館

展示部門（絵画、郷土研究、刻字、写真、書
道、水墨画、川柳、短歌、地域文化研究、陶
芸、俳句）

令和元年11月2日(土)～3日(日・祝) 敷島総合文化会館

実技部門（茶道） 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝) 敷島総合文化会館

実技部門（将棋） 令和元年11月3日(日・祝) 勤労者会館

実技部門（囲碁） 令和元年11月9日(土) 敷島総合文化会館

石和町文化祭 作品展示、芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝) スコレーセンター

御坂町文化祭 作品展示、芸能発表 令和元年10月19日(土)～20日(日) 農村環境改善センター

八代町芸術祭
作品展示、芸能発表
軽音楽コンサート

令和元年11月9日(土)～10日(日)、12月
八代総合会館
若彦路ふれあいスポーツ館

境川町文化祭 作品展示、芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝)
境川総合会館
境川スポーツセンター体育館

一宮町文化祭 作品展示、芸能発表 令和元年11月2日(土)～3日(日・祝)
いちのみや桃の里ふれあい文化
館・スポーツ公園

春日居町文化祭 作品展示、芸能発表 令和元年10月26日(土)～27日(日) 春日居あぐり情報ステーション

第45回上野原市民文化祭
舞踊・吹奏楽・コーラス・琴の演奏
および書道・華道・写真等作品展示

令和元年11月2日(金)～4日(月・振替休日) 上野原市文化ホール
文化協会会員だけでなく、一般の方も参加し
ている。小・中・高・大学・障害者。

上野原市写真展 市内写真クラブの展示 令和元年6月3日(月)～6月10日(月) 上野原市役所 市内で撮影した作品を展示。

上野原市写真展 市内写真クラブの展示 令和元年10月21日(月)～10月28日(月) 上野原市役所 市内で撮影した作品を展示。

第10回りんどうの里美術展 美術工芸作品の展示 令和元年6月3日(月)～6月10日(月) 上野原市役所 市内外の芸術家の作品を展示。

第11回りんどうの里美術展 美術工芸作品の展示 令和元年10月21日(月)～10月28日(月) 上野原市役所 市内外の芸術家の作品を展示。

各専門部がそれぞれの部門で参画
https://www.city.kai.yamanashi.
jp/

第15回
甲斐市文化協会文化祭

11 上野原市

笛吹市

9

10

甲斐市



甲州市文化祭（塩山会場） 展示、芸能発表、茶会、将棋大会 令和元年11月1日(金)～3日(日・祝) 甲州市民文化会館

甲州市文化祭（勝沼会場） 展示、芸能発表 令和元年11月2日(土)～4日(月・振替休日) 勝沼市民会館

甲州市文化祭（大和会場） 展示、芸能発表 令和元年11月1日(金)～3日(日・祝) 大和ふるさと会館

13 中央市 第１４回中央市文化祭
文化展・芸能発表会・囲碁将棋大会・健康マー
ジャン大会・茶会・ダンスパーティー

令和元年10月26日(土)～27日(日) 中央市立玉穂総合会館
会員及び市民それぞれが日頃の文化活動の成
果を発表する場。様々な部門の作品展示や芸
能発表等を行う。

www.city.chuo.yamanashi.jp

三珠地区文化協会文化祭 作品展・芸能発表 11月上旬 三珠総合福祉センター

市川大門地区文化協会 文化祭 作品展 令和元年11月2日(土)～4日(月・振替休日) 市川三郷町役場本庁舎

市川大門地区文化協会
 芸能フェスティバル

芸能発表 11月上旬 市川大門上地区公民館

六郷地区文化協会文化祭 作品展・芸能発表 10月下旬～11月上旬 六郷町民会館

市川三郷町ふるさと秋祭り
地場産業物産展
芸能発表ほか

令和元年11月3日（日・祝） 六郷小学校校庭ほか

15 早川町 早川町文化祭
・各種表彰・芸能発表・作品展示
・早川町文化・福祉・健康まつりとしても開催

令和元年11月3日(日・祝)
早川町民会館
早川町民体育館

第10回身延町総合文化祭
「芸能発表会」

・町内在住の個人・団体による芸能発表
・茶道部によるお茶の会
・囲碁部主催の囲碁大会

令和元年10月20日(日) 身延町総合文化会館

第10回身延町総合文化祭
「文化文芸作品展示会」

町内の保育園・小中学校・文化団体・個人の制
作した作品の展示。（昨年は約1，000点を展
示）

令和元年12月7日(土)～15日(日) なかとみ現代工芸美術館

南部町民文化祭芸能発表会 芸能発表会 令和元年11月3日（日・祝） 南部町文化ホール
毎年約30組の参加があり、吹奏楽、舞踊、和
太鼓など様々な芸能の発表を行っている。

南部町民文化祭展示発表会 展示発表会 令和元年11月8日（金）～10日（日） 南部町活性化センター
毎年多数の美術、華道、芸術等の作品を展示
している。土日は茶道体験やパンづくり教室
試食会なども開催。

14 市川三郷町

12 甲州市

17 南部町

身延町16 http://minobu-bunkyo.com/



第10回富士川町民文化祭
芸能フェスティバル

町文化協会所属音楽部門、芸能部門の団体によ
る舞台発表

令和元年10月12日(日) 富士川町ますほ文化ホール

富士川町文化協会10周年記念の事業として計
画している。昨年まで音楽の部、舞台芸能の
部を午後から開演し、2日間に亘って開催し
ていたが、今年度は午前中から開演し、1日
で終了する予定。

第10回富士川町民文化祭
文化展

町文化協会所属団体、児童生徒、一般団体及び
個人の作品の展示
茶席を同時開催する

令和元年11月16日(土)～18日(月) 富士川町民会館
富士川町文化協会10周年記念の事業として計
画している。

第7回富士川町太鼓フェスティバル 県内外の太鼓団体による発表 令和元年10月28日(日) 富士川町ますほ文化ホール
山梨県ふるさと太鼓まつりと日本太鼓ジュニ
アコンクール山梨大会を兼ねている。

山車巡行祭り
富士川町指定文化財4基の山車が町内県道を巡
行する。同時に町文化協会所属の芸能団体によ
る発表

令和元年11月4日(月・振替休日) 富士川町内旧国道52号 富士川町制10周年記念事業。

19 昭和町 昭和町文化祭 作品展示、芸能発表、お茶会、将棋大会等 令和元年10月11日(金)～14日(月・祝) 昭和町総合会館 昭和町ふれあいまつりと同時開催。

20 道志村 第10回　やまゆりセンター祭り
村内で創作活動を行っている住民の作品を展示
する。また、村内で活動する各種団体の芸能発
表を行う。

令和元年10月30日(水)～11月4日(月・振替休
日)

水源の郷
やまゆりセンター

長期的な開催及び村民参加による文化の発表
の場となっている。

21 西桂町 西桂町民文化祭 作品展示、発表会
令和元年11月3日(日・祝)～4日(月・振替休
日)

西桂町まちづくり交流センター
きずな未来館

22 忍野村 忍野村民文化祭 展示・発表の部 令和元年10月26日(土)～27日(日) 忍野村民ふれあいホール
忍野村の文化団体の活動内容を知ることがで
きる。

23 山中湖村 山中湖村文化祭
村内保育所園児からお年寄りまで幅広い年齢層
の参加・展示

令和元年11月1日（金）～4日（月・振替休
日）【作品展示】
令和元年11月1日（金）【式典・芸能発表】

山中湖村公民館
山中湖村文化協会所属団体や各種団体による
芸能発表、手芸品、書道等、日ごろの活動の
発表を実施予定。

24 鳴沢村 鳴沢村第44回文化まつり
たっしゃまつり（福祉保健課による健康関連の
祭り）との合同祭

令和2年2月15日（土）～16日（日） 鳴沢村総合センター
各種表彰・講演・各種作品展示・囲碁大会・
お茶席等。

25 富士河口湖町 第16回富士河口湖町文化祭
記念式典、展示発表、芸能発表、お茶席、憩い
の広場、記念講演

令和元年11月1日(金)～3日(日・祝) 勝山ふれあいセンター

26 小菅村 小菅村ミニ文化祭
盆栽、山野草、絵画、書道、手芸、編物、竹細
工、写真、木工品など公募で集まった作品の展
示。

令和元年10月下旬～11月上旬 小菅村中央公民館

村内公募により集まった作品を展示。村内在
住の方であればどんなものでも出展が可能。
寄せ植え教室など、文化祭関連の事業も実施
予定。

27 丹波山村 第29回フォトコンテスト丹波百景 丹波山村の自然風景、伝統行事、日常の生活、
文化財等の写真を募集。

令和元年7月10日(水)～8月10日(土)
（募集期間）

村内(撮影場所)
村内で撮影された写真を募集しコンテストを
開催。タバスキーの部は小学生～高校生が対
象。

http://www.vill.tabayama/yamanashi.jp/
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